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▲理事長 今月の一言*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
毎度ですが、セトラ通信が遅れまして申し訳ございません。2月は私の誕生日月で毎年恒例の「ワカサナイト」の仕込み
でてんてこ舞いしておりました。しかも途中で風邪は引くわ、ノイローゼになりそうになるわで、やはり60歳にもなると何
事も以前と同じようには行きませんね。しかし何とか無事に還暦を迎えることが出来ました。ありがとうございました。 
行政・民間とも「楕円形の都心作り」に注目が集まっています。今年中には広島駅南口Ｂ・Ｃ両ブロックの再開発ビルが
完成する予定です。すると市内の回遊性にも大きな影響があると考えられます。そこで旧来の都心部とどのように繋げてい
くのかが問題となっており、駅と八丁堀・紙屋町地区の間の回遊ルート作りが急務となっています。そこで注目されている
のが『西国街道』です。駅方面から都心を貫いて通っている歴史の道です。この通りを活性化することにより、人が歩く動
機付けが出来れば自然と回遊性が生まれると考えられます。しかしながら、現在はルートも曖昧で、その沿線には魅力的な
施設が少ないのです。よってこれを官民挙げて活性化していくことが最大の課題となるでしょう。セトラひろしまとしても
応援していきたいと思っております。 
その一環と言えるのが「えんこうさん」です。これは3月に完成する猿猴橋のリニューアルに合わせて行われる新しいお
祭りですが、本番は来年でその前哨戦として、3月28日の「完成披露式典」に記念イベントが開催されます。セトラからも
Cocoro-to松川氏がメインの企画を担当し、石丸副理事長が現場ディレクターとしてお手伝いすることになりました。どう
ぞ皆さんもお越し下さい。（※記事参照）この「えんこうさん」を西国街道沿いに中心部まで延長すること、そして東照宮の
「通り御祭礼」と合体することで、広島都心の新たな賑わいづくりにならないかと考えています。 
そして3月中にはサッカースタジアムの候補地も確定するでしょう。それも踏まえて、今年は広島が浮くか、沈むかの正
念場です。各方面から力を尽くすべきだと考えます。ご支援をよろしくお願いします。 
 それでは、今月もセトラ通信をごゆっくりご覧下さい。      （NPO法人セトラひろしま 理事長 若狭 利康） 
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┏┓ 
┗■ 【１】グリーンプロジェクト NOW 
 └───────────────────────────────────────────────── 
◎グリ－ンプロジェクト 
アリスガーデンでは、花や樹木が春はまだか？と首を長くして待っています。毎年この季節には、植物に勢いをつけて元
気良く育ってもらう為に追肥を施します。今の時期に、土壌に栄養分を送っておけば春に、長く沢山の花を楽しむことがで
きます。樹木に関しては、夏場の水切れに強くなる可能性があります。 
…しかしながら、安定した丈夫な植物に育てる為には、主に有機肥料を使うことが重要だと経験上思う、今日この頃です。 

                （報告：オザキ マサヒロ）
■アリス定期活動 
 ★２月１８日(木) 
   参加者：セトラグリーンスタッフ2名 
  作業内容：フラワーポットの補修 移動、清掃、剪定、除草 
 ※フラワーポットが破損して、底が抜けている物が一つありますので、用心しましょう！ 

 
◎ソ－シャルガーデナー倶楽部 
インフルエンザが今、広島で猛威をふるっておりますが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか？今年は、暖冬により、イ
ンフルエンザＡとＢが同時に出てしまい、大変な状況です。かかった人は、ほとんどが予防接種を受けていないようですね！

セ ト ラ 通 信 
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予防接種代金と治療費をちょっと比較したりして・・・。たいして差はなく、身体のつらさ分、予防接種を受ける方が得策
と言いたい所ですが、家族が多いとこれも考えものです。 
寒波襲来でプラザ前のハンギングが大きなダメージを受けました。病気になったビオラと共にＷパンチでプラザ前は寂し
い景色です。自然との共存の難しさを痛感すると共に月１回の作業の限界を感じずにはいられないメンバーです。 
年初めから課題てんこ盛り！今年は、学ぶ１年となりそうです。 
春のグリーンフェア開催が、外相会議等で日程が決まらず、今年はどうなるのかと心配しておりましたが、４/８～１７の
開催となりました。我が倶楽部は、「ポタジェがある庭」を今年も出展します。詳細については、後日お知らせします。 
 乞うご期待！！願います。 
                                    （報告：ソーシャルガーデナー倶楽部） 
■活動報告 
 ★１月１３日     今年度の活動について意見交換会 

ハンギング・焦げ鉢の花柄摘み 
            プラザ周辺の草抜き・美化活動 
■活動報告 
 ★２月１０日(水)   定例活動 
            傷んだハンギングの取り外し 
            病気のビオラの抜取り・パンジーの植込み 
            サークル花壇の草取り 
            グリーンフェア参加についての話し合い 
■活動予定 
 ★３月 ９日(水)   定例活動 プラザ周辺の美化活動 

プラザ前の美化活動 
            「ポタジェ」の植込み案のまとめ・作業工程の確認 
 

━━* ソーシャルガーデナー倶楽部会員募集！ *━━ 
“いっしょに、グリーンと花の街づくり！家庭園芸から社会園芸へ！” 

会費：１,０００円（年） 
 
 
┏┓ 
┗■ 【２】地域環境プロジェクト NOW 
 └─────────────────────────────────────────────── 
1月末に前立腺炎の手術をうけました。いやー医療技術は凄いですね。尿道に細いケーブルを挿入し内視鏡で観察しながら
肥大部分を電気メスで止血をしつつ、少しずつ削っていく医者の技もすごい。手術台の上でモニター画面を見ながら看護師の
説明を聴くのも妙な気分でした。ともあれ新たな体験で良い勉強になりました。大した役にも立たないけど・・・。 
１０日程は順調に回復したかに思えたけど、過信は禁物でした。ミニバイクに乗ったのが失敗だったかな。 水泳がわるか
ったかな？ウォーキングを始めたら 痛みが強くなり、出血が始まってまた、病院通い、医者に「もう少し悪ければ再入院だ、
おとなしくしときんさい」、と諭される始末。深く反省。しばらくはバイクツーリングも自粛して、体調回復に努めます。 

                                  （本山） 
◎１月に行った活動 
●袋町公園美化・定期活動 ⇒⇒ 活動は計４回、ゴミ収集と除草を行いました。 
●道の里親制度 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 袋町公園周辺市道の清掃活動を４回行いました。 
◎２月、３月の活動スケジュール 
●袋町公園美化活動 
（公園の清掃と除草、花壇の手入れ・周辺市道の清掃） 活動時間１０：００～１１：００  
  ★日時＆場所：毎週木曜日 １０時    袋町公園集合 
     ２月→→４日、１８日、２５日 
     ３月→→３日、１０日、１７日、２４日、３１日 
 
 

 
┏┓ 
┗■ 【３】アリスガーデンパフォーマンス広場AH! NOW 
 └──────────────────────────────────────────────── 

街の『感性力』アップ・・“まちカル” （街文化）はここから生まれる 
AH!とは「Alice Hiroshima!」の略で、アリスガーデンパフォーマンス広場事業です。 
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アリスガーデンといえばこのイベント、AH! （アー）の愛称で親しまれています。音楽、ダンス、アート、etc.
…毎回、多様で注目のアクションを番組仕立で発信し、観客のみなさんと一緒に盛り上がります。広島の“まち
カル” （街文化）の今に触れることができる白熱広場…広島のど真ん中から情熱を発信し続けます。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

次回のＡＨ！は3月12日(土)開催します！ 

現在来期の企画準備中！次号にて概要発表します！ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

好評です！AH! ＲＣＣラジオ番組でオンエア！ 
“AH! FUN RADIO” 

月曜日 夜 20時半～ 是非ご視聴ください！ 

 

 

MC TOMOT（トモティ） 

AH!やINDIKETの情報をコアに、広島市中央部エリアのイベントやアート情報など、現在進行形で発信！ 

広島カルチャー・プロモーション・プロジェクト！ 

主催：Cocoro-to 共催：広島市中央部商店街振興組合連合会・NPO法人セトラひろしま 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

広島のカルチャーをアリスガーデンから全世界へ!! 
アリスガーデンパフォーマンス広場AH! 情報局 

http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
┏┓ 
┗■ 【４】まちなか－子育て支援＆こどもイキイキ環境づくりプロジェクト 
 └──────────────────────────────────────────── 

中央公園冒険遊び場「もとまち自遊ひろば」 

子どもの発想と創造力で自由に遊べる遊び場です。♪ 

～ぼくらのアソビは無限大!∞!～ 
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詳しくは、広島市ホームページを御覧いただくか電話等でお問い合わせ下さい。 
※悪天候の場合は中止します。開催の有無は、当日午前9時以降に「おしえてコールひろしま 電話082-504-0822」でお
知らせします。 
【場所】中区中央公園芝生広場周辺（中区基町） 
【対象】おおむね中学生以下の子ども（保護者の付き添いは自由） 
【内容】遊び場に置いてある縄、段ボールなどの材料やいろいろな道具を使って自由に遊ぶことができます。 
※汚れてもよい服装でお越しください。参加するとき、帰るときは必ず受付を通ってください。お昼の弁当や飲み物は、
各自持参してください。 
※駐車場はありませんので、公共交通機関などでお越しください。 
【お問い合わせ】中央公園冒険遊び場“もとまち自遊ひろば”の会事務局（NPO法人セトラひろしま内） 
TEL 545-7611 FAX 545-7612 e-mail children@cetra.jp 
こども未来企画課 TEL 504-2813 FAX 504-2255 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

【１２月レポート】 
 5周年のアニバーサリーを無事終え、ゆうえん隊・見守り隊のスタッフ一同少し落ち着いてゆったりとした気持ちでひろば
を楽しんでいた12月。それぞれにひろばでのやりたいことや役割を見つけ大人も子どもも自然と混ざって遊ぶ姿が見られまし
た。アニバーサリーという年に一度の大きなイベントを大人たちが各自得意分野を活かして協力しやり遂げたことで大人たち
の仲間意識が今まで以上にぐっと深まりました。そのことでまたいつものひろばがみんなにとって居心地のよい空間となって
いくように思います。そしてそれは、遊びの場づくりにとってとても大切なことだと感じました。 
 毎回ミーティングで話題にしていた倉庫の整理も年末の大掃除にみんなで片付けました。まだまだ課題はありますが、様々
なことがみんなの力で進められていくような雰囲気が出来上がってきてとても嬉しく思います。これからも遊び場づくり楽し
む大人たちの姿を魅せていくことで、地域へと広げていきたいと思っています。 
 
１，ひろば活動 
・12月13日(日) 晴：参加者 62名（R 34名･新 28名/リピート率 55%）、ゆうえん隊 13名 
○おでんづくり、クリスマス工作 
○遊会: 12/23「クリスマスver.」について 
○訪問者：3名 

・12月23日(祝・水) 曇のち雨：参加者 8名（R 8名･新 0名/リピート率 100%）、ゆうえん隊 10名 
  ○午前：「小さなクリスマスパーティー」＆準備(ホットケーキ、焼きリンゴ、段ボールツリーづくり) 
  ○午後：倉庫の大掃除(整理・片付け)、ごみ処理作業 
 
２，個人協賛金・寄付品について 
・１３日(日)：１，７００円  その他、飲食料品を提供いただく。 
 
３，事務局の活動 
・ゆうえん隊ＭＬ連絡、調整、経理 
・データ打込み、アンケート集計 
・ＳＮＳの管理 
・日常活動の準備（備品購入・整理、アンケート、日誌、名簿等） 
・広報、諸連絡等  
 
４，その他の活動 
 ・市担当 丸子さんと話合い～現在状況と今後の課題について（１２/３セトラにて） 
 ・倉庫内のごみ処理作業(１２/２４) 
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【１２月１３日のひろばの様子】 

  心を
まっすぐにしてうつ     ロープを駆使して        お客さぁん、どちらまで？ 

  
中学生ゆうえん隊のりっくん(台の上)           葉っぱで料理 

 
見守り隊でおでん♪ 

  
集ってクリスマスの飾り作りを              跳べっ！！ 
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【１２月２３日ひろばの様子】：今日は小さなクリスマスパーティー♪ 

   
段ボールでツリーづくり                クリスマスケーキも準備中♥ 

  
笛の音でクリスマスパーティーの始まり始まり～♪    お約束のケーキ争奪戦！！ 

       
 もしかして、サンタカイ？！      火の後始末。よそのおじさんに教わる中学生ゆうえん隊(右) 
 

 【自遊ひろばの情報は・・・】 

（公式ブログ）ひろばの様子をぜひブログでご覧ください。 
http://boukenasobiba.blog.fc2.com/blog-entry-68.html 
（公式フェイスブック）いいね！をよろしくおねがいします。 
https://www.facebook.com/jiyuuhiroba 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

これからのひろばのよてい 
３月１３日（日）・２７日（日） 
４月１０日（日）・２４日（日） 
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ひろばのじかん 10:00～16:00 

参加無料！ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【５】 文化交流プロジェクト   HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko） 
 └──────────────────────────────────────────── 

 

HOO（Hiroshima Omatzuri Otoko）   

広島市で展開する注目イベントの情報を発信しています！ 

https://www.facebook.com/hiroshimaomatsuriotoko 

街文化促進のためのSNSを活用したイベント情報発信事業です。（中区・区の魅力と活力向上推進補助事業） 
 

動画と記事情報をフェイスブックページで発信しています。情報発信コンテンツも充実してきました。 
「いいね」の獲得を目指しています。みなさまよろしくお願いします。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【６】文化交流プロジェクト   『ひろしま夜街芸術“ナイタート” 』 
 └──────────────────────────────────────────── 

セトラひろしまの新しい取り組み！！！「夜の街の芸術を考える会」の事務局をしています！！  
流川・薬研堀界隈を巻き込むアートプロジェクト～新地ギャラリーを軸に「夜街芸術ナイタート」が展開 

夜街芸術“ナイタート” 

夜の街と人とをアートでつなぎ、にぎやかにしようという果敢な挑戦です。年間を通じた作品展示だけでなく、夜の

街の知られざる情報も取り入れたアートフリーマガジンの発行や、ギャラリートークを兼ねた交流会などを通し、広

島で注目のアーティストを紹介しています。 

年度展覧会第４弾 Vol.４  ２０１６年  1月5日～2月29日 

板村英治作品展 「竹のごとく」 開催中！！！ 
＊場所：新地ギャラリー（広島市中区堀川町及び薬研堀における3ケ所 ●新地ギャラリー１ フェスタ高山ビル1F ●
新地ギャラリー２ 第1レックスビル1F ●新地ギャラリー３ Vビル1F） 
 
フリーペーパーも併せて発行！ 
 

■来期の計画！ 
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【１】 新地ギャラリーおける美術作品展示 
・展示に合わせたフリーペーパーの作成・配布4回 
・展示に合わせたギャラリーツアー＆アーティスト・トークの開催 

【２】公募展 「夜の街の芸術大賞展 」の開催実施 
《展示Vol.1》4月1日～6月30日 テーマ「西国街道仏壇通り～シャカジャック」/作家：村上渚＊フリーペーパー＃1 ＊
ギャラリーツアー＆アーティスト・トーク 
《展示Vol.2 》 7月1日～9月30日 テーマ：映像と音による展示「ネオン街」/作家：よこたよしき＊フリーペーパー＃
2 ＊ギャラリーツアー＆アーティスト・トーク 
《公募 夜の街の芸術大賞展》  10月5日～12月31日  
＊フリーペーパー＃3 ＊ギャラリーツアー＆授賞式 
《展示Vol.3 》 1月1日～3月31日 テーマ 「夜のパワースポット/作家：和田拓治郎 ＊フリーペーパー＃4 ＊ギャ
ラリーツアー＆アーティスト・トーク 
◎公募 夜の街の芸術大賞展について 
公募チラシ制作→公募（写真審査）→入選発表→作品送付受付→展示10月5日～12月31日 賞について：10月～11月（観
客投票）→11月（賞発表）→12月（賞の授与）：大賞20万円/優秀賞5万円 2本→作品返却  ＊作品の送付・返却費は
作家負担 
 
◆方針： 
通常展示では、流川・薬研堀地区の地域資源を展示テーマとすることによって、地区の魅力を取り込んだ話題作りを行い
ます。公募展では、「夜の街の芸術」というユニークなテーマで広く全国に応募を募り、文化・芸術的な香りを付加したこ
の地区の存在を印象づけたいと思います。 
展示と合わせフリーペーパーを発行、展覧会テーマとリンクした内容を掲載し展示の意図を補完します。また作家自身が
案内して行うギャラリーツアーやアーティスト・トークも実施します。 
公募展では、観客投票で賞を決め、参加型でより親しみやすい街の展覧会とする。「公募・夜の街の芸術大賞展」について
は、平成５年から平成２５年まで毎年開催されていた経緯がありますが、この度新たな体制及び企画をもって再スタートし
ます。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
┏┓ 
┗■ 【７】文化交流プロジェクト関連事業 
 └──────────────────────────────────────────── 

１）「大イノコ祭り」2016 開催決定 
2月8日(月)、大イノコ祭りの市民の会の会議があり。23名の出席、いつものメンバーに袋町社協やうらぶくろ商店街の
方々も参加され、今年の祭り開催について話し合い、大いに盛り上がりました。 
今年の大イノコ祭り、11月5日(土)・6日(日)の開催を目指しスタートしました。今年は、いかに昨年のベーシックな祭りのカタチをブ

ラッシュアップし、地元になじんでいくかが課題です。 

運営スタッフへの参加大歓迎！！ 

そこで皆様にお願いします。運営・企画を牽引していくのは「若イノコ衆」ですが、商店街の若手メンバーや、年齢・性
別・国籍になく祭りやまちづくりに興味があり祭りを一緒に作ろうという方々参加大歓迎ですし、参加を呼びかけていただ
いたらと思います。 
今年も月1回のペース、毎月第２月曜日の１９：００から金座街商店街会議室で定例会議を重ねますのでよろしくお願い
します。次回の会議は3月14日(月)です 
祭りの運営資金については、補助金にたよらず昨年通り、1本2万円の竹主協賛を集めます。こちらもよろしくお願いし
ます。 
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２）3月28日(月) 猿猴橋復元完成記念 祭り「えんこうさん」開催 
《渡り初め及び点灯式イベント・・NPO法人セトラひろしまも実行委員として参加します！》 
この度広島駅前の猿猴橋が復元され、3月 28 日(月)、広島市主催で渡り初め式が行われます。また周辺の事業者、
商店街、地域団体、NPO 法人セトラひろしまらで組織された「えんこうさん実行委員会」主催により、点灯式イベン
トも行われます。 
このイベントを前哨戦として、駅前Ｂブロック、Ｃブロックの整備完了を受けた来年同時期、「えんこうさん」と
いう新しい祭りの開催が計画されておりNPO法人セトラひろしまも実行の一翼を担います。 
将来的にこの祭りは、西国街道を通り中心部エリアへつながっていくという構想もあります。広島市が進める「楕
円系」の都心づくり構想において、広島駅周辺エリアと中心部エリアの連携が重要課題となっている背景を受けたこ
の動き、みなさま注目してください。 

   

 

３）旧市民球場跡地利用関連 
広島市民球場跡地利用計画案に関し、広島市ではこの3月末には結論を出すと言われており、それまでに様々な動
きが表面化することが予想される。同会では2月中に広島市長へ「文化施設併設の屋根付きイベント広場」案を支持
する要望書を提出する予定と聞いています。NPO法人セトラひろしまも構成員であるところの広島文化会議準備会も、
跡地利用に関し研究を重ねており、基本的に同じスタンスなのでこの動き支持します。 
 

４）広島県主催「地元アーティストによるピースアーチ・コンサート（名称未定）」 
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8月20日(土)開催決定！ 
今年8月20日(土)、広島県主催により、地元アーティストによるピースアーチ・コンサート（名称未定）が開催され
ます。NPO 法人セトラひろしまへこのコンサートの企画の依頼があり、打ち合わせを重ねています。アーティストよ
こたよしき氏がコンセプト及び綜合演出を担当し、エリザベト音楽大学ともコラボしコンテンツを準備しています。
一部演目の出演者の一般公募もすることとなりました、詳細は次号でお知らせいたします。 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
今月の「セトラ通信」は以上です。最後までお読み頂き、ありがとうございます。 
 

ホームページ http://www.cetra.jp/npo/ 

ＡＨ！公式ブログ  http://ahinfo.blog39.fc2.com/ 

 
━━* 会員のみなさまへ！*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
☆現在の会員数： 正会員 ２８人 協力会員 ３０人 
☆会員の仲間を募っています。 
★正会員1口：5,000円 ☆協力会員1口： 1,000円  ≫現在キャンペーン中！入会金なんと免除！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「セトラ通信」編集部 
 〒730-0035 広島市中区本通1-6 ミタキヤビル4F  
TEL：(082)545-7611 FAX：（082）545-7612 e‐mail：  
 Copyright(C)2005 NPO CETRA HIROSHIMA All rights reserved.        
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆ＮＰＯ法人セトラひろしまのウェブサイト 
 http://www.cetra.jp/npo/ 
◆広島市中央部商店街振興組合連合会のサイト 
 http://www.chushinren.jp/ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Save the earth 
http://pr.mail.yahoo.co.jp/ondanka/  ━◇ＮＰＯ法人セトラひろしま◇ 


